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さくら通信とは…

小さなつぼみに過ぎない私たちの活動が、桜前線のように南の島沖縄から日本中に回復支援の
輪となって広がり、これらを必要とする人たちに届くことを願って名づけました。

沖縄は、一足早く梅雨入りし、高温多湿の日々が続いています。沖縄の梅雨は短いのでしばらくの我慢ですが、
4月14日の地震以降、熊本、大分地域で被災された方々の生活苦を考えると心が痛みます。今回の地震では、一時
20店舗以上のパチンコホールが営業不能状態となったようです。最も大きな地震発生の時間が夜間であったた
め、従業員さん、利用者さんたちに大きな怪我が無かったのが不幸中の幸いでした。東日本大震災の教訓を生かし
て、被災した熊本のパチンコホールの中には駐車場を開放し、避難者支援拠点として困難な状況を乗り越える協
力を行っているところもあります。地震が収まっても、被災された方々の生活が落ち着き、心の平安を取り戻すこ
とができるようになるまでは長い時間が必要でしょう。島全体が戦場となった沖縄では、戦争の終結直後から、小
那覇舞天（おなは ぶーてん、本業は歯科医師、後に県会議長）という人が「ヌチヌグスージサビラ！（命の御祝事さ
びら）」
（命のお祝いをしましょう）と戦争で家族を亡くした方の家々をまわり、三線を片手に唄って勇気づけまし
た。時には、激しく罵倒されたこともあったようです。それでも
CONTENTS
続けた活動が、戦後の沖縄の娯楽や音楽の復興の礎となり、全国
レベルの芸能人を多数輩出し続ける今日につながっています。
P1・・・・・・RSN News
娯楽の持つ力は、人々が困難な状況にある時こそ、その真価が
P2・・・・・・RSN月次データ報告
問われます。遊技業界には、遊技業界だからこそできる復興支援
P3・・・・・・現代の様々な依存問題について
に知恵を絞り、息長く取り組んでもらいたいと思います。
P4・・・・・・情報掲示板

RSN News
【活動報告】
（公財）日工組社会安全財団 第27回「パチ
ンコ依存問題研究会」
（2016/4/6）

警察庁訪問（2016/4/21）

2016年4月6日に第27回「パチンコ依存問題研究会」
（東京）に西村代表が参加しました。研究成果が「パチン
コ・パチスロ遊技障害尺度の作成および信頼性・妥当性
の検討」という論文として、精神医学2016年04月号に
掲載されました。次回、研究会開催は5月11日。

恭久理事長と警察庁生活安全局保安課小柳誠二課長を
訪問し、RSN の活動状況と電話相談事業の概要につ
いて説明・報告を行いました。

一般社団法人 日本遊技関連事業協会（日
遊協）九州支部にて講演（2016/4/7）
2016年4月7日に日遊協九州支部の講演会（福岡）で、
西村代表がパチンコ依存問題について講演を行いまし
た。参加者は、163名でした。

全日本遊技事業協同組合連合会
（全日遊連）理事会出席（2016/4/20）
2016 年 4 月 20 日に第一ホテル東京で開催された
全日遊連の理事会にて、RSN の活動状況について西
村代表理事が報告を行いました。

ぱちんこ依存の相談は

2016 年 4 月 21 日に西村代表理事が全日遊連阿部

寄付・献金のお礼
東京都遊技業協同組合様より、当法人の活動に対し
てご寄付いただきました。頂戴したご寄付は、RSNの
活動の発展のため大切に活用いたします。貴重なご寄
付をありがとうございました。

【全商協 RSN 支援室より（4 月）】
相談件数23件
（初回相談17件、
複数回0件、
間違い4件、
問合せ2件）
□ 支援室相談員の電話対応について、
西村代表が

全商協事務所にて直接指導を行いました。
（2016/4/6）

050-3541-6420

月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）

※さくら通信は、「AJOSC」
「夢屋基金」の助成、会費、寄付金などにより発行・配布を行っています。
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2016 年 4 月の電話相談のデータ報告
4月の相談件数は211件（沖縄RSN188件、全商協RSN支援室23件）で、前月より38件減少しました。例年4月
は生活環境が変わりやすい季節であり、相談件数が増加する傾向がありましたが、今年は３月よりも減少し、前
年4月と比較しても93件の減少となりました。4月14日より熊本地震が発生し、余震や二次災害が心配される
状況が続いております。過去にも災害の直後は相談件数が減少する傾向があり、地震の影響が減少の理由として
挙げられます。4月末時点では熊本地震に直接関連した電話相談はありませんが、今後の動向の変化に注視し
ながら対応していきます。

2016 年 4 月 1 日～ 2016 年 4 月 30 日
相談件数 211 件（全商協 RSN 支援室件含む）
2016 年 1 月 1 日～ 2016 年 4 月 30 日 2016 年累計 908 件 開設からの総件数
（2006 年 4 月～）18,679 件
① 相談回数

家族・友人
n=188
（支援室除く） 33（21%）

間違い・無言・
問い合わせ
4（2%）

n=156
（初回のみ）

別

本人

n=123（初回のみ）
男性
女性
94（76%） 29（24%）

家族・友人
男性
8（24%）

本人
123（79%）

初回
156（83%）

複数回
28（15%）

③ 性

② コーラー関係性

n=33（初回のみ）
女性
25（76%）

①相談回数…初回相談156件（83％、前月比－30件）、複数回28件（15％、同－5件）、間違い・無言・問合せ4件（2
％、同＋2件）でした。内訳の割合は前月とほぼ変わらず、全体的に減少しました。
②コーラー関係性…初回相談のうち、本人からの相談は123件（79％、前月比－11件）、家族・友人からの相談は
33件（21％、同－19件）でした。家族・友人の割合が減少し、本人の割合が80%近い水準に戻りました。
③性別…本人性別の内訳は男性94件（76％、前月比－13件）、女性29件（24％、同＋2件）でした。家族・友人の性
別は、男性8件（24％、同－3件）、女性25件（76％、同－16件）でした。

④ コーラーの年齢

⑤ 紹介先
（初回のみ）
本人
n=123
家族・友人 n=33

38
32
19

4

9

10

20

30

40

50

9
4

60

2

2

70（代）

n=156（初回のみ 本人、家族・友人のみ）
人

家族・友人

合計

ホール内ポスター

71

6

77

インターネット

36

17

53

雑誌

2

1

3

他の相談機関

0

2

2

ホール貼付ステッカー

1

0

1

ホール配付ティッシュ

7

0

7

その他

3

6

9

不明・拒否

3

1

4

123

33

156

総計

2

2

本人

1

20

家族・友人
4
1

ギャマノン 1

路
本

（初回のみ 複数回答）

4

ワンデーポート 2
19

1
法テラス 1
7
6
書籍
4
その他
2

紹介先なし

⑥ 経

6

ギャンブラーズ・アノニマス

6

2

2

保健所

10

医療機関（主治医戻し含む）

19
8

精神保健福祉センター

69

15

④コ ーラー年齢…本人では20代が前月に引き続き最
も多い件数でした。また、40代の件数の減少（前月
比－13件）が目立ちました。
⑤紹介先…本人から「やめたいけど、やめられない」と
相談された場合、問題点だけではなく、パチンコで得
られる相談者にとっての強み（メリット）も整理し
て、解決の手がかりや紹介先を一緒に考えます。
⑥経路…全体的に件数が減少する中、ホール内ポスタ
ー経由の相談件数が前月比で5件増加しました。ホ
ール内でのポスターによる啓発活動は、ユーザーに
情報を安定して届けていることがうかがえます。

特集

現代の様々な依存問題について

医療法人卯の会 新垣病院 精神科医 西村 直之

那覇市医師会報 春季号（第44巻・第2号）生涯教育コーナーに掲載された西村代表の寄稿を掲載しました。
知られているようで知られていないのが
「依存」の世界で

契機だと考えています。従来出会ってきた言うことをちっと

す。例えば、広く世界で使われている精神科の診断・統計マ

も聞かない依存症の人たちを「重度の使用障害」と捉えると、

ニュアルが2013年に改定され、
「乱用」
「依存症」の診断名が無

健康に悪影響を及ぼしている行動習慣（酒、たばこ、食、ギャン

くなったことをご存知でしょうか？アルコール依存症も薬物

ブリング、過度の運動、ダイエットなどなど）がありますが、多

依存症も病名から消えました。新たに登場した診断名が「物質

少は問題意識を持っている人たちは、
「軽度から中等度の使用

使用障害」と「非物質関連障害（ギャンブル障害）」です。

障害」と捉えることができます。
「軽度から中等度の使用障害」

約20年ぶりの全面改訂がなされるまでのこの間、社会的な
状況は大きく変化してきました。依存問題は、時代や社会的情
勢の影響を最も敏感に反映する医学的な問題の一つと言われ
ています。社会の急速な変化は、今までにない利便性や新たな
世界の広がりをもたらす一方で、変化自体が新たなストレッ
サーとなり、時代と共に生きるすべての人たちの心身に大き

では、知識教育、環境調整、背景問題の改善支援などが適切に
提供できれば、不健康な行動習慣の修正が期待できます。それ
らの支援により、かなりの割合で自己制御内の行動習慣（問題
のない水準）に戻ることも可能だと報告する研究者もいます。
精神科の関与が無い禁煙外来が、喫煙習慣の改善に一定の効
果をあげているのは良い例です。

な影響を与えています。社会の変化は、人々のストレス対処の

依存問題の解決支援を効果的に行なうには、機会的介入、動

形態もまた変化させています。インターネットと情報端末（パ

機づけ、短期介入、簡易行動修正（簡易療法）、通院（通所）、集約

ソコン、携帯電話、スマホなど）の普及（個人所有）は、過去にな

的（入院・滞在型）、再発防止・修正後の行動習慣維持支援など

いほど短期間で人々の生活様式や行動習慣を変えました。生

のプログラムが、福祉・医療などの機関によって有機的かつ段

活や習慣が変われば、依存の問題も変わっていきます。酒、薬

階的に提供できるような支援体制が整備されることが必要で

物、賭け事のような昔からの依存問題に加えて、仕事や暮ら

す。この中には、比較的容易に提供することが可能なプログラ

し、健康を害しながらメール、SNS、
（オンライン）ゲームが手

ムがたくさんあります。残念ながら依存問題の解決支援の整

放せない、架空世界へ逃避する傾向が強い「静かな依存」の人

備が諸外国よりはるかに遅れている日本では、重症化するま

たちが急増しています。

で支援の手が届き難い状況が続いています。早期介入や個別

新たな依存の様相は、1950年代に骨格が作られた従来の
依存症概念では、個々の依存行動を十分に説明し、問題解決に
導くことが難しいという問題を提示し、疾患概念の刷新を医
療、そして福祉に突きつけることになりました。行動科学の知
見と脳科学の進歩によって、行動習慣の強迫化、常同化、逸脱
がどのように形成されていくのかが少しずつ明らかになって
きたことも、この流れを後押ししています。
「何にはまるか？」

支援で修正が期待できる段階では、依存問題は学校、職場の検
診、福祉支援（母子の検診なども含む）など医療以外の領域で
出会う機会が多く、また医療においても、精神科よりも身体科
で出会う機会が圧倒的に多いのです。依存問題を遠くの難し
い問題と考えず、生活習慣の問題として広く多くの医療・福祉
の関係者ができるところから介入を行なってもらえることを
願っています。

よりも「なぜその対象にはまったのか？」
「なぜその対処行動

精神科以外の医療関係者からは、依存問題で健康を損ねた

が習慣化したのか？」
「行動のコントロールの障害に関与した

方々に対して「体を治しても、また自分でダメにする。治して

因子は何か？」
「 どのようにすればコントロールの障害を防

も無駄だよ」という悲観的な意見をしばしば耳にします。しか

ぎ、または改善するのか？」など、個々の人たちが持つ病理や

し、職場や家族、そして内科や外科に見放されたアルコールや

生物学的背景により焦点が当てられるようになってきていま

薬物依存の人たちが、数多くの失敗と暗闇の時間を費やして

す。依存形成の背景病理は、不安や抑うつ、心的な外傷体験（急

ようやく回復の道にたどり着き、その後、自らと同じ苦しみを

性ストレス反応やPTSD）などの心理的状況、精神医学的な諸

持つたくさんの人々を助ける貴重な社会資源として活躍して

問題、発達障害などの発達特性の課題、情緒的発達の課題な

います。その時々には耳に入っていないようでも、援助職者

ど、実に多彩です。

から言われたことは結構覚えてくれています。依存問題に関

近年、何かに過度にのめり込む行動（addictive behavior：
嗜癖（しへき）行動）は、人間の対処行動つまり自己治療行動
として解釈されるようになってきています。その視点からも、
危険が高いまたは適切ではない「自己対処の道具」の“使用”に
よって生じる苦痛や生活障害を「使用障害」として広く捉え、
軽度から重度（従来の依存症水準）まで段階に応じて援助を行
なう方向に支援概念が変化してきています。
さて、この障害・支援概念の変化は、依存問題に関わる精神
科医の混乱を招いているのですが、実は、精神科以外の医療関
係者にとっては、依存問題をもっと身近に感じてもらう良い

連する情報（保健所・ 精神保健福祉センターの連絡先だけで
も！）を何度でも本人、家族に繰り返し提供しながら、行動が
変わり始めるその日まで、命を守ってあげて下さい。最後に、
精神科のみならず身体科における安易な向精神薬の処方が、
医原性の薬物使用障害や事故、生活障害の悪化を引き起こし
ている現状があります。その認識と抑制は医療現場における
喫緊の課題であり、適正な医療の提供によって医原性の依存
問題の発生を防がねばなりません。全ての医療関係者に対し
て、この問題に真摯に取り組んでいただくようお願い致しま
す。
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情報掲示板
家族教室 / 相談
都道府県

名 称

日 程

時 間

主 催

問合せ先

宮崎県

ギャンブル依存症者の
家族のつどい

毎月 第1火曜日

13:30 ～ 15:30 宮崎県精神保健福祉センター

0985-27-5663

熊本県

依存症家族ミーティング

毎月第3金曜日

13:30 ～ 15:30 熊本県精神保健福祉センター

096-386-1166

佐賀県

ギャンブル依存症・
家族教室

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 佐賀県精神保健福祉センター

0952-73-5060

長崎県

ギャンブル依存症
家族教室

6月14日（火）

13:30 ～ 15:30

山口県

ギャンブル依存症の
家族相談

まずは電話相談を
ご利用下さい

鳥取県

ギャンブル依存症やその
対応についての相談

月～金

島根県

病的ギャンブリング相談

要問合せ

愛媛県

依存症に関する相談

月～金

高知県

家族支援プログラム

毎月 第1月曜日

要問合せ

アディクションセミナー

奇数月・第1火曜日

14:00 ～ 16:30

家族交流会

偶数月・第3月曜日

10:00 ～ 12:00

依存症問題家族教室

偶数月の金曜日

14:00 ～ 16:00 三重県こころの健康センター

059-223-5243

福井県

依存症を考えるセミナー

毎月 第1水曜日

10:00 ～ 12:00 福井県精神保健福祉センター

0776-24-5135

長野県

依存症家族グループ
ミーティング

毎月 第2・4木曜日

13:30 ～ 15：30 長野県精神保健福祉センター

026-227-1810

家族個別相談

毎週金曜日/要予約 10:30 ～ 15：00 認定NPO法人ワンデーポート

045-303-2621

滋賀県
三重県

神奈川県 依存症電話相談
薬物・ギャンブル
問題家族セミナー

長崎こども・女性・障害者
支援センター

095-846-5115

山口県精神保健福祉センター

0835-27-3388

8:30 ～ 17:15 鳥取県立精神保健福祉センター 0857-21-3031
島根県立心と体の相談センター 0852-21-2885
8:30 ～ 17:15 愛媛県心と体の健康センター

089-911-3880

高知県立精神保健福祉センター 088-821-4966
滋賀県立精神保健福祉センター 077-567-5010

毎週月曜日

13:30 ～ 16:30 神奈川県精神保健福祉センター 045-821-6937

毎月 第4火曜日

14:00 ～ 16:00 川崎市精神保健福祉センター

要予約

13:00 ～ 15:00

東京都立多摩
総合精神保健福祉センター

042-371-5560

アルコール・ギャンブル依
毎回金曜日
存症問題でお困りの方へ

10:00 ～ 12:00

東京都立中部
総合精神保健福祉センター

03-3302-7711

ギャンブル
家族教育プログラム

毎月 第3金曜日

14:00 ～ 16:00 雷門メンタルクリニック

埼玉県

ギャンブル依存症の相談

月～金

山形県

依存症相談会

6月22日（水）

要予約

北海道

ギャンブル研究会

毎月 第2・4火曜日

18:30 ～ 20:00 北海道立精神保健福祉センター 011-864-7000

家族教室
東京都

9:00 ～ 17:00

044-201-3242

03-5828-3841

さいたま市
こころの健康センター

048-851-5665

山形県精神保健福祉センター

023-624-1217

セミナー等
都道府県
沖縄県

名 称

日 程

時 間

主 催

依存の問題の支援に携わる人
依存の問題の支援に携わる人
6月18日（土） 10:00 ～ 12:00
たちの勉強会in沖縄
たちの勉強会（沖縄勉強会）
参加費

500円

問合せ先
098-871-9671
（RSN）

事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族は参加できません）

依存の問題の支援に携わる人
（仮）依存問題をとりまく社会
048-796-7630
6月19日（日） 13:00 ～ 16:00
たちの勉強会（横浜勉強会）
浦和まはろ相談室
神奈川県 保障制度の課題
参加費 1,000円 事前申し込み必要（依存の問題を持つ本人と家族向けではありません）

ぱちんこ依存問題で困っていませんか？ ☎ 050-3541-6420 月～金 10時～ 16時（土日祝祭日除く）
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